
令和3年6月現在

施設名
設置地区
（場所）

設置箇所材
質

設置物材質 標高 設置年

蒲生公民館 蒲生 建物壁面 ボード等 4.2 H25年度

城山会館 北条 建物壁面 ボード等 2.4 "

浜条自治会館 浜条 建物壁面 ボード等 2.1 "

平木自治会館 平木 建物壁面 ボード等 2.1 "

イマージュセンター 北地 柱・その他 シール 6.3 "

迎地地区集落センター 迎地 建物壁面 ボード等 7.2 "

室生自治会館憩いの家 室生 建物壁面 ボード等 3.0 "

二生公民館 二面 建物壁面 ボード等 1.9 "

吉野地区集落センター 吉野 建物壁面 ボード等 7.3 "

消防団南蒲野機材置場 南蒲野 建物壁面 ボード等 4.9 "

神浦コミュニティセンター 神浦 建物壁面 ボード等 3.6 "

オリーブ・ナビ 西村 建物壁面 ボード等 4.9 "

草壁公民館 草壁 建物壁面 ボード等 7.7 "

草壁会館 草壁南 建物壁面 ボード等 1.8 "

片城会館 片城 建物壁面 ボード等 4.7 "

内海病院前 片城 柱・その他 ボード等 1.9 "

安田自治会館 安田 建物壁面 ボード等 5.2 "

新生会館 馬木 建物壁面 ボード等 1.7 "

苗羽公民館 苗羽 建物壁面 ボード等 1.8 "

古江公民館 古江 建物壁面 ボード等 1.9 "

堀越庵 堀越 建物壁面 ボード等 9.7 "

二十四の瞳館裏側壁面 田浦 建物壁面 ボード等 1.7 "

遊児老館 坂手 建物壁面 ボード等 10.7 "

改良住宅Ｋ棟敷地壁面
（橘会館への上り口）

橘 柱・その他 ボード等 7.5 "

岩谷集会所 岩谷 建物壁面 ボード等 8.2 "

当浜団地 当浜　 建物壁面 ボード等 6.6 "

福田公民館 福田 建物壁面 ボード等 3.1 "

吉田児童館 吉田 建物壁面 ボード等 3.0 "

小西製麺所前電柱 北地 柱・その他 シール 3.9 H26年度

森一年氏宅壁面 東蒲生 建物壁面 ボード 2.4 "

福本一男氏宅東側電柱 室生 柱・その他 シール 5.1 "

運動公園憩いの家 吉野 建物壁面 ボード 3.1 "

荒魂神社 吉野 柱・その他 ボード 5.0 "

農協倉庫 吉野 建物壁面 ボード 6.6 "

吉野消防団屯所 吉野 建物壁面 ボード 3.1 "

西村公民館 西村 建物壁面 ボード 3.1 "

竹生団地集会場 西村 建物壁面 ボード 3.3 "

町営住宅NO.1北側電柱 草壁 柱・その他 シール 2.3 "

町営住宅B棟西側電柱 草壁 柱・その他 シール 2.2 "
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吉田光男氏宅東側電柱 草壁 柱・その他 シール 1.9 "

角田邦博氏宅壁面 片城 建物壁面 ボード 3.4 "

岡孝路氏宅壁面 片城 建物壁面 ボード 1.9 "

佐伯文男氏壁面 片城 建物壁面 ボード 1.7 "

堀部氏宅壁面 片城 建物壁面 ボード 2.0 "

浅野氏宅壁面 片城 建物壁面 ボード 1.6 "

空井君江氏宅北側電柱 安田 柱・その他 シール 8.3 "

背尾氏宅前交差点看板下 木庄 柱・その他 ボード 2.7 "

当浜漁港嵩上げコンクリート部 当浜 柱・その他 ボード 3.5 "

みつわ会館 馬木 建物壁面 ボード 9.2 "

富家　憲一宅前水門 馬木 柱・その他 ボード 1.6 "

山下たばこ店横電柱 馬木 柱・その他 シール 2.2 "

BGグラウンドバックネット裏 馬木 柱・その他 ボード 2.2 "

黒島武雄氏前電柱 馬木 柱・その他 シール 1.4 "

心友会館 馬木 建物壁面 ボード 2.5 "

一心会会館 馬木 建物壁面 ボード 5.2 "

常光寺 苗羽 柱・その他 ボード 12.1 "

農免道路入口 苗羽 柱・その他 ボード 4.7 "

古江自治消防屯所① 古江 建物壁面 ボード 2.4 "

古江自治消防屯所② 古江 建物壁面 ボード 1.9 "

田浦自治消防屯所 田浦 建物壁面 ボード 1.6 "

坂手公民館 坂手 建物壁面 ボード 2.4 "

尾崎集会所 福田 建物壁面 ボード 2.6 "

葺田八幡神社 福田 柱・その他 ボード 3.4 "

岡クラブ 福田 建物壁面 ボード 8.4 "

池田小学校 池田 柱・その他 シール 4.7 "

星城小学校 草壁 建物壁面 ボード 2.7 "

安田小学校 安田 建物壁面 ボード 10.7 "

苗羽小学校 苗羽 建物壁面 ボード 3.7 "

小豆島中学校 片城 建物壁面 ボード 2.5 "

長崎漁港上道路 二面 柱・その他 ボード 8.6 "

廣瀬　義信氏宅前電柱 二面 柱・その他 シール 6.2 "

石場団地 二面 建物壁面 ボード 11.5 "

入部バス停留所 入部 柱・その他 ボード 4.5 H27年度

東蒲生バス停留所 東蒲生 柱・その他 ボード 6.0 "

池田港トイレ壁面 平木 建物壁面 ボード 2.9 "

池田学童保育センター正門 浜条 柱・その他 ボード 3.7 "

室生体育館壁面 室生 建物壁面 ボード 2.7 "

草壁港① 草壁 柱・その他 ボード 1.9 "

草壁港② 草壁 柱・その他 ボード 1.9 "
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牟礼病院前電柱 安田 柱・その他 シール 1.5 "

BG体育館壁面 馬木 建物壁面 ボード 4.8 "

坂手港トイレ壁面 坂手 建物壁面 ボード 2.0 "

映画村駐車場前護岸壁面 田ノ浦 柱・その他 ボード 1.7 "

橘団地H棟壁面 橘 建物壁面 ボード 2.6 "

福田港駐車場横建物壁面 福田 建物壁面 ボード 2.3 "

小豆島役場　池田窓口センター 池田 入口ガラス面 シール 3.3 R元年度

三都公民館 蒲野 入口ガラス面 シール 3.0 "


